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子供シンポジウム「ティーンズ・アクション ＴＯＫＹＯ ２０２０」について 

 

１ 目的 

子供との協働を推進し、子育てを支援する機運を醸成することを目的に、子供が主体となって考

え、意見を発表する子供シンポジウムを開催する。 
 

２ 開催日時 

令和２年１２月１３日（日曜日）１０時～１２時 

（※「子育て協働フォーラム」のメインプログラムとして開催） 

 

３ 開催場所 

東京ウィメンズプラザ（渋谷区神宮前五丁目５３番６７号） 
 

４ 参加対象者 

都内在住・在学の中学生・高校生年齢の方 
 

５ 参加者の類型 

（１）コア・メンバー（定員３０名） 

グループの構成員として、対面又はＷｅｂ会議ツールを活用して意見交換を行い、シンポジウ

ムでの発表に向けて研究内容をまとめる。 

（２）サポート・メンバー（定員なし） 

専用サイトでコア・メンバーの活動を確認し、意見や感想の投稿、アンケート協力等により、

コア・メンバーの活動をサポートする。 
 

６ 活動内容 

上記類型別に参加者を募集し、「社会全体で子供と子育て家庭を応援する東京」の実現に向けて研

究し、シンポジウム当日に発表する。事前のグループ活動は、特定非活動営利法人学芸大こども未

来研究所の協力のもと、メールやＷｅｂ会議ツール等を活用して行う。 
 

７ 研究テーマ 

（１）私たちと都政をつなぐイベントを企画しよう！ 

（２）どんな“まち”なら親子でお出かけしたくなる？ 

（３）家庭生活と仕事の両立を実現できる社会とは？ 

（４）グローバルな時代、言語や文化の違いを理解し合おう！ 

（５）放課後改造計画！どうすれば放課後がもっと楽しくなる？ 

 

８ 発表までの活動スケジュール 

（１）参加者募集 

６月３０日（火曜日）～７月２７日（月曜日） 

※コア・メンバーについて、申込者多数の場合は、応募理由等による選考により参加者を決定し、８月上旬にメ

ールにて結果通知を送付。 

※コア・メンバーの選考から外れた場合、サポート・メンバーとして参加することが可能。 

（２）オリエンテーション（コア・メンバー参加） 

８月２３日（日曜日）１３時３０分～１５時４５分 

（３）グループ活動 ：オリエンテーション※ 

９月～１２月上旬（回数はグループにより異なる。） 

（４）発表（コア・メンバー参加） 

１２月１３日（日曜日）（子育て協働フォーラム内で発表） 
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子供シンポジウム「ティーンズ・アクション TOKYO 2020」 

参加者募集要項 

 

１ 趣旨・目的 

「社会全体で全ての子供と子育て家庭を支援することのできる東京の実現」を目指し、子供が主体

的に参加し、意見を発表する「子供シンポジウム」を開催するに当たり、グループ活動等への参加者

を募集します。 

 

２ 子供シンポジウムの概要 

（１）主催 

子育て応援とうきょう会議 

＜子育て応援とうきょう会議とは＞ 

様々な分野の機関・団体・学識経験者が連携し、社会全体ですべての子供と子育て家庭を 

支援することができる東京の実現に寄与することを目的に設置された任意団体です。 

（２）共催 

東京都 

（３）協力 

特定非営利活動法人東京学芸大こども未来研究所 

（４）参加者（募集対象者） 

東京都内に在住又は在学の中学生・高校生年齢の方 

（平成１４年４月２日から平成２０年４月１日に生まれた方） 

（５）開催日時等 

ア 開催日時 

令和２年１２月１３日（日曜日）午前１０時から午後０時まで（予定） 

（※同日開催予定の「子育て協働フォーラム」のメインプログラムとして開催） 

イ 開催場所 

東京ウィメンズプラザ（所在地：渋谷区神宮前五丁目５３番６７号） 

 

３ 参加者募集の概要 

（１）募集期間 

令和２年６月３０日（火曜日）から令和２年７月２７日（月曜日）午後５時まで 

（２）募集人数と活動内容 

活動内容により、２種類の参加方法があります。 

ア コア・メンバー（３０名程度） 

・ テーマ別のグループ（１グループにつき５名程度）の構成員として活動します。 

・ 対面又は Web会議ツール（Zoom 等）を活用してグループ活動を行い、調査や意見交換を通じ

て、グループリーダーを中心にシンポジウムでの発表に向けて提言内容をまとめます。 

・ グループ分けは、８月２３日のオリエンテーションで行います。オリエンテーションは、東

京ウィメンズプラザで実施予定です。 

・ 定期的に活動状況を報告（特設サイトに掲載）し、サポート・メンバーの意見を求めたり、

情報収集を行います。 

・ グループごとにファシリテーター（こども未来研究所のスタッフ）が付き、グループ活動の

アドバイス等を行います。 

【グループ活動のテーマ設定の例】  

○ 子供と都政をつなぐイベントを企画しよう！ 

○ 子育て応援とうきょう会議イメージキャラクターのプロフィールを考えよう！  

      ○ とうきょうの子供・子育て政策を研究しよう！ 

      （地域の子育て支援、家庭と仕事の両立支援、子供の貧困対策 など） 
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イ サポート・メンバー（人数制限なし） 

グループには所属せず、ホームページ上に公開される各グループの活動状況に対して、オンラ

インでコメントや感想を述べるほか、調査協力・情報提供を行うなど、コア・メンバーの活動を

支援し、イベントを盛り上げます。 

（３）申込み方法 

パソコンやスマートフォン等で、「子供シンポジウム『ティーンズ・アクション TOKYO 2020』グ

ループ活動参加申込みフォーム」から申し込んでください。 

ＵＲＬ：https://kosodateswitch.jp/forum2020/ 

（４）参加者の決定 

コア・メンバーのみ、申込者多数の場合には、応募理由等による選考により参加者を決定し、令

和２年８月上旬から中旬までにメールにて結果通知を送付します。コア・メンバーの選考から外れ

た場合には、サポート・メンバーとして参加することができます。 

（５）活動スケジュール（予定） 

８月２３日（日曜日） ：オリエンテーション※ 

９月～１２月上旬   ：グループ活動 

１２月１３日（日曜日） ：発表当日※（子育て協働フォーラム内で発表） 

（※オリエンテーション及び発表は、コア・メンバーのみの参加です。） 

（６）参加費 

  無料 

ただし、活動に伴うインターネット通信費、交通費等は参加者の負担となります。 

 

４ その他 

（１）オンラインの活動に当たっては、参加者個人が所有するスマートフォン・タブレット・パソコン

等を利用していただきます。 

（２）子供シンポジウムは、子供が主役となって主体的に取り組むイベントです。グループ活動の進め

方や頻度は、各グループで決めることになります。 

（３）コア・メンバーの対面での活動に当たっては、新型コロナウイルス感染症の感染リスクを十分に

配慮し、参加者の安心・安全のための対策を講じた上で実施します。また、状況によって、対面での

活動を中止する場合があります。 

（４）子供シンポジウムは、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、オンラインでの開催又は実

施内容の変更を行う場合があります。 

（５）コア・メンバーに限り、学校名・学年・氏名が公開されます。また、活動の様子を撮影した写真等

をインターネットや報告書等で公開することがありますので予め御了承ください。 

（６）コア・メンバーに限り、主催者側が準備する保険に加入します。保険料は主催者が負担します。 

（７）コア・メンバーに限り、個人情報の秘密保持に関する誓約に同意していただきます。 

（８）コア・メンバーとして最後まで活動した参加者には修了証を授与します。 

（９）参加者の個人情報は、本イベントの実施に必要とされる作業の範囲以外において、本人の許可な

く使用されることはありません。 

（10）本事業の管理運営は、子育て応援とうきょう会議が株式会社ＩＰシンフォニーに委託しています。 

 

５ 問合せ先 

子育て応援とうきょう会議事務局（東京都福祉保健局少子社会対策部計画課内） 

電話：０３－５３２０－４１１５ 
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シンポジウム当日に座長を務めていただく、東京学芸
大学の小森伸一准教授にも御参加いただきました。

特定非営利活動法人東京学芸大こども未来研究所
のスタッフの進行のもと、オリエンテーションが
スタート！

子供シンポジウム「ティーンズ・アクション TOKYO 2020」オリエンテーション
【日時】令和2年8月23日（日曜日）13:30～15:45
【会場】東京ウィメンズプラザ視聴覚室

【参加者】
来場：19名
オンライン：2名

オンラインでの参加者も含め、コア・メンバー
から多くの積極的な意見が出ました。

各グループは､ 12月13日に開催する子供シ
ンポジウムでの発表を目指し、研究テーマ
に沿ってオンライン中心のグループ活動を
行っていきます。

都の子育て支援の施策がわかる資料を
配布しました。

12月の発表が
今から楽しみ！
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＜グループ１＞ 私たちと都政をつなぐイベントを企画しよう！ 

 

【グループ活動の状況】 

「東京都子供・子育て総合計画（第 2 期）」を概観し、コアメンのもっていた「親子関係」

「子育て」に関わる課題意識を起点として、児童虐待や子供食堂の実態を調査した結果、都の

イベントとしてどのようなテーマ・内容のイベントが必要なのかを考えた。その結果、「親子

関係のねじれ・子供－大人関係の課題」にアプローチできるようなイベントを「子供に寄り添

ったかたちで」実現したい、という提案につながった。 
 

日時 活動内容 

8月 23日 ・オリエンテーション 

9月 3､6､8日 ・東京都の子育て支援「施策推進の5つの視点」から興味、課題意識共有 

9月 10日 

・より具体的な個人の問題意識共有 

・チームとしてのテーマについて話し合い 

・「子育て」に関わる問題と今後の調査方法 

9月 30日 
・「子育て」に関わってどんなイベントが必要かアイデアを共有 

・「大人と子供のつながり」というテーマでイベントを構想する視点を絞る 

10月 11日 
・「大人と子供のつながり」に関わる課題点 

・「児童虐待」の現状 

10月 18日 
・子供食堂の利点・欠点 

・児童虐待について調べたことの共有 

11月 5日 

・ペアでの調査内容を共有（児童虐待について、コミュニケーションについて、子供

食堂について） 

・提案するイベントについて（何を目的とするか、対象・場所・告知方法等） 

11月 27日 ・イベントブースの内容、宣伝方法 

12月 4～6日 ・発表に向けたイベント構想の具体化、スライド作成 

12月 7～8日 ・スライド作成 

12月 9日 
・スライド作成 

・担当割り振り 

12月 10日 
・原稿作成 

・スライド修正 

12月 12日 ・リハーサル 

 

【発表内容の概要】 

都政のうち、中高生が知らない取組が多いことに加え、知っていても利用しにくいサービ

ス（子供食堂、虐待などの相談事業等）の実

態を導入とし、子育ては親だけで行うもので

なく、地域や子供も協力して行うことの重要

性を提起。そうした着想から「トドケル－創

ろう私たちの未来－」というタイトルのイベ

ントを提案。子供の声を届ける内容ならびに

地域の取り組みをトドケル内容の主軸とし

て、子供と大人、双方のコミュニケーション

の創出をねらいとした。 

グループ活動の状況及び発表資料
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私たちと都政を繋ぐ
イベントを企画しよう

グループ１

私たちと“都政”を繋ぐために

まずは『東京都子供・子育て総合計画(第2期)』を調べてみた

→ 中高生が知らない取り組みが多い

知っていても利用しにくいもの

放課後の居場所創設事業 子ども食堂

虐待などの相談事業 ホットライン

利用者が使いにくいサービスになっているのはなぜ？

私たちには選挙権がないから

そもそも 都政は大人が決めているもの
それも選挙で選ばれた大人が考えている

大人と比べると立場として弱い

当事者である私たちの声はどうやったら
届けられるのだろうか？

実態調査① 虐待について

http://www.orangeribbon.jp/about/child/data.php 
より一部改変

児童虐待の相談件数は
10年前に比べて何倍に増加しているでしょうか？

約4倍

実態調査② 子ども食堂

東京都の子ども食堂の数は
小学校の数に対してどの程度あるでしょう

①3校に１ヶ所

②6校に１ヶ所

③10校に１ヶ所

https://musubie.org/project/research/
(2019年の調査から引用)

東京都

全国平均

https://ie-men.jp/babykids/ikuji/1380 

子育て＝親だけでやるものですか？

様々な施設 児童館 子ども食堂など

幅広い支援者

そして こども

情報の輪と交流の輪があれば、もっと良くなるはず！

私たちと「地域」を繋ぐこと

【発表資料】
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コンセプト

• こども達の声を届ける場をふやす

• 知らなかったヒト・モノ・バと出会い新たな繋がりを生む

• こどもも大人も楽しめるイベント

トドケル
－創ろう私たちの未来－

メインコンテンツ

【こどもの声を届ける】

・日頃の悩みやモヤモヤ

・親への感謝

・普段は言いにくい話

・自分の住む地域の魅力や
アイデアの提案

【地域の取り組みを届ける】

・大人たちがやっている取り組み

・こども目線で調べた情報の展示

・こども食堂などの施設マップ

こどもと大人
双方のコミュニケーションが

生まれるように

会場イメージ こどもの声を届ける
ステージ

子ども食堂,児童館
体験ブース

地域の取り組みを
届けるブース

この企画を通して伝えたいこと

事実、声を上げることさえ出来ないこどもがいる

その子たちは「助けてくれるのは大人しかいない」
と光を求めている

「愛の反対は無関心」どちらの心を与えますか？

大人とこどもが繋がることで社会がより良い方向に
進むと信じでいます

https://gooddo.jp/magazine/poverty/children_proverty/children_cafeteria/2367/ 
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＜グループ２＞ どんな“まち”なら親子でお出かけしたくなる？ 

 

 

【グループ活動の状況】 

「お出かけ」についてのイメージを共有し、「親子でお出かけしたくなるまち」「親子

でお出かけしやすいまち」を考えるに当たって、自分たちの住んでいるまちの現状（既

存の取り組み・課題）を調査した。その結果、「お出かけの目的地の充実」と「目的地ま

での道のりにおける安全性の確保」が必要であることがみえてきたため、それらを活か

した発表内容の検討を行った。 
 

日時 活動内容 

8月 23日 ・オリエンテーション 

9月 12日 

・「まち」の交通面での課題は何か 

・「お出かけ」とは何か 

・プレゼンの方法「理想のまち」から現状のまちを考える 

9月 27日 

・都内市区町村の「まち」としての取り組み・教育現場、公共・医療施設の

現状についてシェア 

・発表で想定する「まち」の規模 

・発表を想定したアンケート作りの方向性を考える 

10月 11日 
・「理想のまち」を「おでかけ」との関連でどのように考え、具体化してい

くかを考える 

10月 31日 

・病院・公園・アミューズメント施設・ショッピングモールについてそれぞ

れ調査内容報告 

・今後のインタビューorアンケート調査について考える 

11月 7日 ・各担当について発表＆フィードバック、今後行うインタビューについて 

11月 17日 ・各担当について発表＆FB、実施したインタビュー内容の共有 

11月 29日 

・発表のはじめ・おわりの確認 

・事前に個人に連絡した発表資料の改善点について詳しく説明 

・発表資料のはじめと終わりの発表資料について相談をする。 

12月 6日 
・発表リハーサル 

・発表のはじめと終わりの発表担当者を決定 

12月 12日 
・発表リハーサル 

・最終調整 

 

【発表内容の概要】 

お出かけの定義を共有した上で、「気軽にいけるお出かけ」、「アミューズメントパーク」、

「医療」、「交通」の４観点から親子で 

お出かけしたくなる街を提案する。 

最後に親子で出かけたくなる街につい 

て「治安がいい」、「両親も子供も楽し 

める」、「地域の人々が優しい」の３項 

目を挙げ、そうした雰囲気を醸成する 

ために「ウィーキングイベント」や 

「公園清掃イベント」の提案を行った。 
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ティーンズアクション2020

グループ２

どんな”まち”なら
親子でお出かけしたくなる？

・平日でも休日でも少しの時間でも

・家から一歩でてどこかに行くこと

・普段のルーティンとは違う特別な時間

お出かけとは？

公園
水族館

ショッピングモール

遊園地

道が危ない

階段の段差

病院

病児’障害児施設

図書館
スポーツセンター

乳児院

カフェ

何があったらいいかな？

アミューズメントパーク

公園・ショッピングモール

医療

交通

親子が出かけたくなる

理想のまちを設定してみよう！

・駅の近く

・両親も子供も楽しめる
気軽にいける
お出かけ

【発表資料】
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ショッピングモール

公園
減少する緑

子供を見失ってしまう

公園に行くことのマンネリ化

市街地の拡大による緑の減少

公園が広くて目を話したすきに子供がいなくなってしまう

親子で公園に行くことがマンネリ化し

公園に行くことが乗り気でなくなってしまう

公園の現状

理想の公園

大きすぎず小さすぎない

ちょうどいい広さ 自然豊富であること 親も楽しめる空間

→親が子供を見失わずに

安心して遊ばせられる

→自然と触れ合うことで子供の

成長発達が期待

→お出かけの質が

上がるはず！

親も楽しめる公園とは？

ビアガーデンや屋台の設置

大人のためのアスレチック

公園を通して広がるコミュニティ

理想のショッピングモール

子供を一時的に預けられ

る場所があること

イベントや体験型の

サービスの充実度
子供目線で楽しめる工夫

→そこに子供と足を運ぶことによって

得られる学び

→子供目線でしかわからない壁の模様や

装飾の工夫は子供が買い物に飽きずに

楽しむことができる

親の本音inショッピングモール

「買い物に集中できない！！！」
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子供の買い物で困ったこと

出典：マイナビニュース
モールソン＆フラー建築 | 2020

子供が全力で楽しめる託児所

屋上などの

オープンスペース
アスレチックや遊具 スタッフの見守り、

時間制限

アミューズメント
パーク

・一般的に楽しみ、娯楽のこと

・エンターテイメントとのちがい

→自ら楽しむという要素が強い

アミューズメントって何？

現在の取り組み ゲストアシスタンスカード

何か事情があってアトラクションの列に並べない人が別の場

所で待機できる。

やわらかい地面

パーク内を長時間歩くため、地面は足にやさしい素材が使

用されている。

アレルギーを持つ人へのメニュー

レストランではアレルギーを持つ人へ低アレルゲンメニュー

を用意している。ゲストアシスタンスカード

①東京ディズニーリゾート 自然と一緒に楽しめる施設

自然の中のアスレチックで子どもたちがのびのびと遊ぶこ

とができる。

体験型で、ものづくり

おもちゃ王国では普段できないことを体験できる。

季節ごとのイベントや木工教室なども。

おもちゃ王国の

アスレチック

現在の取り組み
②おもちゃ王国(軽井沢)

ア

ト

ラ

ク

シ

ョ

ン

（画像出典 遊びの創造ランド軽井沢おもちゃ王国 https://www.omochaoukoku.com/karuizawa/）
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誰でも楽しめる

安全性に優れている

普通ではできないことができる

求められること

…非日常を体験できることが楽しみにつながる

！

→親子で来る人の子どもを見守る負担を減ら

す

…子どもも親も、どんな人でも

「アミューズメント」の意味から

あらたにできそうな取り組み

◎パーク内で並んでいるときにできる小さなイベント

→ゲームや謎解き…子供に年齢に合わせた簡単なもの

→親子で楽しくできる

→パークを有効活用したゲーム

医療

問題点

入院している子供がストレスを抱えている

支えている両親が疲労がたまりいつも不安を感じている

その兄弟たちが孤独感を持っていること

患児にとっては…病室から一歩出るだけでお出かけ

●施設の外に出なくてもお出かけ気分が味わえる！

●施設の中でも感染対策をしながら遊べる!

●兄弟が一緒に遊べる事！

理想的な要素

こども病院と連携した、新たな施設の提案
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子ども病院チャイルド・ケモ・ハウス チャイルド・ケモ・ハウス

チャイルド・ケモ・ハウス

チャイルド・ケモ・ハウス
家

・ベッド・ダイニングテーブル、ダイニングチェア・電化製品・食器類・調理器具・ゴミ

箱（大・小）・時計・洗面器・トイレ ・消耗品

遊び
マジックショー・えんにちごっこ・ヨガ（おとなだけ・おやこ）

チャイルド・ケモ・ハウス

兵庫県兵庫市中央区

（画像出典チャイルド・ケモ・ハウス http://www.kemohouse.jp/index.html）

・家族みんなで過ごす

・家のようなアットホームな場所

・地域の人と関われる

（画像出典チャイルド・ケモ・ハウス http://www.kemohouse.jp/index.html）

カフェ・コンビニエンスストア・レストラン・遊び場・屋上・売店

（乳児から児童までを対象とした・食品・飲料・菓子・日用品の販売・おもちゃ、

本、雑誌、DVDの販売）

子ども病院
国立成育医療研究センター・東京都立小児総合医療センター

楽しい！買い物！（おつかい）ご

褒美！ストレス発散！

診察・手術・心理的ケアー
嫌い！がまん！怖い!

（画像出典 国立成育医療研究センター https://www.ncchd.go.jp/）

二つの施設をつなぐ通路は

空・タイルの地面・標識・信号機

開放感がある、お出かけしている感が出る

入院施設とこども病院の連携

医師や看護師など

外出許可が厳しい患児

2つの施設が連携することでたくさんの意見を聞き

患者さんに一番いい治療法を見つけられる

外出している気分になりストレスがた

まりにくくなる

兄弟で過ごすことが出来るので、両親の負担が減る
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患児やその家族が楽しめる
交通

〜お出かけを快適にするために〜

お出かけといえば、行き先ばかり

意識しがちだが、家から出たらそこ

からはもうお出かけであると考えた

。

そして、親子でのお出かけの時に

交通に関わる課題が多かった。

→交通もお出かけしやすい街にす

るには大切な要素である！！

なぜ交通？？
三大要素

安全、安心 快適さ
周りの目を

気にしなくてもいい

歩行中の交通事故は左図のように

小学校低学年が飛び抜けて多く、

お出かけするときの心配要素の

１つになっています。

そして、子供の事故は親がいるとき

にも

多数起きています。

例：子供が多数いるとき、

手を繋いでないとき

現在の課題

内閣府 平成24〜29年

親が交通面で整備を求めて

るのは、左図の黄色部分であ

り、どちらも4割の人が整備し

てほしいと答えている。

他にも歩道の狭さや街灯の

少なさなどが挙げられる。

現在の課題

東京都福祉保健局
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ガードレールの設置

横断歩道に信号設置

自転車専用道路の設置

子供の飛び出し事故防止のため。

子供は距離の判断力が未熟なため,自身の判断で渡らな

ければいけない横断歩道は危険なので信号（音付き）を設

置。

事故は車と人だけでなく、自転車と人や自転車と車の事故

も多いため。

改善策〜交通事故〜 歩道の段差をなくす

歩道の拡張

駅にエレベーターを設置

子供が怪我をする可能性が高い。ベビーカーで通りにくい。

安全のために子供と手を繋いで歩く必要があるため。

ベビーカーで通りにくい。

改善策〜親子のため〜

電車車両の改善

街灯を増やす

子供が泣いたり騒いだりすると周りの目が気になるため、

子供に優しい電車車両を作る。

暗いと子供の安全が心配なため。

口コミのような形式で場所を選び、どの辺が

危険または不便なのかや回避するための別

ルートの表示、親子にオススメの行き方など

をそこにコメントする。

自治体も改善点が見つかりやすい。

そして、地域一体となって子供たちを守れる

のはもちろん、親の負担も減らせる。

新しい提案
地域ごとの交通口コミサイトの作成

両親も子供も楽しめる

地域の人々が優しい

親子で出かけたくなるまちとは？

治安がいい

・様々な世代が一緒にウォーキングイベント

・公園清掃イベント

・育児を経験している方に相談し孤独感をなくせる

・地域全体で子供のことを理解できる

・暖かい雰囲気になる

・各世代の健康にもつながる

暖かみがあり安全・安心

親子が心から楽しめる”まち”
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＜グループ３＞「家庭生活」と「仕事」の両立を実現できる社会とは？ 

 

 

【グループ活動の状況】 

子育てに関わる「困りごと」や子育て支援サービスについて、まずはその「困りご

と」を行政に届けるための既存の仕組み・制度を調査した。また、都内中高生・保護

者を対象とするアンケートを実施したところ、「困りごと」を相談する行政の窓口や

既存の子育て支援サービス・施策・制度が、その認知度の低さ・利用に当たってのハ

ードルの高さ等から活用されていないという現状が明らかになった。その結果をも

とに発表内容の検討を行った。 
 

日時１１１

１ 
活動内容 

8 月 23 日 ・オリエンテーション 

8 月 30 日 

・前回の感想共有 

・テーマの方向性について 

・子育てについて社会や学校の「理解」を深めるにはどうすればよいの

か 

9 月 13 日 

・google drive の使い方 

・子供や子育てに関わる「困りごと」について 

・社会の制度やしくみについて 

・調べたこと・困りごとが改善されない理由について考えたことを共有 

・今後の具体的な進め方 

10 月 9 日 ・今後の活動の方向性を具体化する 

10 月 26 日 ・調査内容の共有 

11 月 8 日 
・中高生・保護者向けアンケート 

・福祉保健局への質問事項を考える 

11 月 11 日 ・福祉保健局へのインタビュー 

11 月 22 日 

・「個人や学校の困りごとと、上（市や都）の窓口を、どのようにすれ

ば繋げられるか」について 

・アンケート＆福祉保健局へのインタビューをふまえて考える 

12 月 7 日 ・発表の全体の流れを考える、スライド作成 

12 月 12 日 ・発表の全体確認、リハーサル 

 

【発表内容の概要】 

子供たちがストレスや悩みを抱えた現状の要因の 1つとして、仕事をしている保護者

が子供たちの困りごとや悩みを把握して解

決することの困難さを挙げ、これを導入と

し、都や国と子育ての困りごとがつながっ

ていないことを指摘。「困りごと」を抱えて

いる子育て当事者と行政側の相談窓口を繋

ぐためには、保護者のみに負担を集中させ

るのではなく、子供を頼り、子供が声を上げ

やすい環境づくりの重要性を提案した。  
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「家庭生活」と「仕事」の両立を
実現できる社会とは？

グループ3

子どもたちがストレスや悩みを抱えたまま

仕事をしているお母さんが
子どもたちの困りごとや悩みを把握して解決するのは難しい

現状

●個人の悩みや困りごとに対応する中で、現状の課題はなんですか？

福祉保健局の方へのアンケート

(家族)

(家族)

・しかしこれらは、
知らなかったり、知っていても行政へのハードルが高かったり、
仕組みが分からずどのように相談したらいいか分からなかったり、なのが現状。

A. 個人の困りごとに対して対応できる仕組みはあるが、
繋がっていないのが現状。

・どこかの窓口でつながったら、
「そこで解決できない場合は解決できるように他機関につなげる」
ようになっている。

・基本的に対応できる施策がある。なんでも相談できる窓口も用意している。

学校や生活の悩みを「誰に相談する」か

(中高生：47名/平均16.0歳)

(n=100とした時)

あなたの親

31%

学校の先生

14%

親や学校の先生以外の大人

5%

友達

41%

東京都の

相談窓口

0%

相談していない

7%

学校そのもの

2%

・学校や生活での，悩みや困りごとは誰に相談しますか？

あなたの

親

16%

配偶者

8%

親戚

1%
学校の先生

23%

友人

34%

東京都の

相談窓口

3%

専門家

6%

相談していない

7%

その他

2%

・(子育てについて)悩みや困りごとは、

誰に相談しますか？

(家族)

あなたの親

16%

配偶者

12%

親戚

1%
学校の先生

15%
友人

24%

東京都の

相談窓口

4%

専門家

9%

相談していない

18%

その他

1%

・(子育てについて)人に言いづらい悩みや困りごとは、

誰に相談しますか？

子育てについて「誰に相談する」か (n=100とした時)

(家族)

(保護者：96名/30代～50代の幅広い層，40代が多い)

(n=100とした時)

(家族)

あなたの親

15%

配偶者

4%

学校の先生

16%
友人

31%
東京都の

相談窓口

10%

専門家

3%

上記以外の

相談相手

17%

その他

4%

・あなたに新しい悩み困りごとができたとき，

どんな人や機関であれば相談しやすいですか？

(家族)

子育てについて「誰に相談したい」か

(保護者：96名/30代～50代の幅広い層，40代が多い)

「地域が離れた同世代の親」
「世代の異なる友人」など

→関わりが薄い人に
相談したい傾向がある！

【発表資料】
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・行政に相談するハードルが高い

・子どもの困りごとを把握していること
が前提

・親の負担を下げるために親に負担させ
ている

子どもの困りごとを把握する

親の負担 仕事をする

国や都に相談する

・行政に相談するハードルが高い

・子どもの困りごとを把握していること
が前提

・親の負担を下げるために親に負担させ
ている

でも子育ての困りごとを解決するには
困りごとを都や国に届けないといけない。

どうしたらいいんだろう？？

↓

もっと、子どもに頼ってみる！

今のままでは親の負担があまりにも大きい

↓

「子ども」が、声をより上げられるような環境づくり

「家庭生活」と「仕事」の両立をはかるために

子どもが、悩んでいることの声をあげられる環境づくり
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＜グループ４＞ グローバルな時代、言語や文化の違いを理解し合おう！ 

 

【グループ活動の状況】 

コアメンが全員集まることのできる機会の調整が難しかったことから、個別の課題意

識をすくいあげ、最後に個々の意見を統合できるような進行方法を採用した。「グローバ

ルな時代」の「子育て」や「教育」には何が求められるのか、各コアメンが身近な人々

へのインタビューを行うことでそれぞれの課題意識（地域での交流、食文化、幼児教育、

SNSの活用、英語）を深め、発表内容をまとめた。 
 

日時 活動内容 

8月 23日 ・オリエンテーション 

8月 29日 
・「グローバル×〇〇」というテーマでニュース・新聞記事紹介 

・意見交換 

9月 13日 
・個々のトピックをさらに深掘り 

・東京都の現状関連付けて問題意識を具体化する 

9月 27日 

・今後の進め方 

・発表方法（「理想の学校（教育）」という視点 

・個々の興味を深めつつまとまるような方法の検討）について 

10月 17日 
・全体の共通テーマ・個別テーマ 

・発表の方法・調査方法について 

10月 18日 
・「グローバル×教育」という共通テーマのもと 

・今後個別調査とグループ MTGをどのように進めるか 

11月 8日 ・各々のインタビューを通した気づきの共有 

11月 28日 
・発表に向けての確認 

・発表原稿読み合わせ 

12月 6日 

12月 12日 
・発表練習 

 

【発表内容の概要】 

コアメンそれぞれが探究した課題について、「地域単位の国際交流」では地域単位の交流

から一人一人のグローバル化へ向かう視点の提案、「異文化理解」では地域の公民館で海外

の料理を作るイベントの提案、「幼児教育」では日本語が喋れない子供たちを対象として「公

園ボランティア」の有用性を提案、「SNSの活用」ではグローバル化に興味を持ってもらうた

めに SNS を活用しながらキャラクター

の登用や、イベント企画を行うことを

示唆、「英語」を学ぶ上でも SNSの有用

可能性を提示した。最後に、「子育て」

×「グローバル」を考える際の３つのポ

イントとして、「人との関わり、コミュ

ニケーション」、「子供が様々な選択の

できる環境」、「インターネット社会へ

の対応」を掲げ、これからの理想の東京

への視座を示した。 
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グループ４

グローバルな時代、
言語や文化の違いを理解し合おう！

５つの
路線

地域での交流

食文化

幼児教育

SNSの活用

英語

地域単位の国際交流
について

TOEFL  平均スコア 国別ランキング（アジア）

日本の英語力の低さ

きんしゃいキャンパス

地域単位の交流

外国人との距離が縮まる

海外がより身近になる

一人一人のグローバル化

相互理解

新たな価値観の獲得

【発表資料】
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異文化理解の道
楽しい異文化学習とは

ムスリムの旅行会社の意見

メニューに日本語表記しかな
い/英語表記も料理名しかない
ためどれが食べられる料理なの
か分からない。

⇒もっと自分たちの文化を理解
してほしい。

地域の公民館で
海外の料理を作る
イベント

イベントの詳細
・日時：日曜日/祝日

２ヵ月に一回ぐらいの定期的に

・場所：地域の公民館

・内容：その地域に住む日本語が話せる

外国人の方に教えてもらいなが

ら海外の料理を作る

（講師の方は公募する）

楽しく過ごそう！日本の
幼児教育

日本語が喋れない子供達

-21-



「子供に対して幼稚園で何を学んでほしいと思いますか？」

ー友達と楽しく遊ぶことで人との関りや協調性を学んでほしい

ー体をたくさん使い健康的に成長してほしい

ーコミュニケーションが取れないので友達ができない

「日本語の話せない子供はどんな困難を感じていると思いますか？」

ー言語が伝わらないことに対してそんなに困難を感じないので
はないか。

どちらの支援が大切？

人が作る環境 場所が作る環境

その結果

遊具やおもちゃ、
ゲームなど

コミュニケーション、
友達作り

人的支援も大切！＝ボランティア

•中学生以上のボランティアに興味があ

る人募集！

•遊びを企画したり子供たちと一緒に遊

ぶ

•保育園終了後や休日

• おにごっこ、カードゲーム、スポーツなど

公園ボランティア
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幼児側

同世代から大人まで多様な人と関

わることができ、自分の地域がより居

心地の良い場所となる。

保護者側

子供たちを預ける場所が増える。

親同士で仲良くなり、ママ友が増える

この提案のメリットについて 居心地の良い環境

How 

情報発信

同級生に質問

どのサイトを頻繁に利用しますか？

SNS関係がダントツで多かった ＝ SNS×グローバル化

ホームページやサイトではダメなのか？ 専用のサイトを利用する場合

↑自ら調べ、それに関
するサイトを検索

グローバル化に
ついて、興味、
関心がある

グロー
バル？

↑イベントに参加し、 グ
ローバル化について学ぶ

〈デメリット〉
どうしても、少人数になってしまう
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私たちに馴染みのあるサイトを利用する場合

自動的に情報が流れ着く機能を生かす

例えば、、、

（関連の例）
ゲーム ＞ 人気の海外の実況者 ＞
その人のイベント ＞
イベント会場のスケジュール．．．

時間 イベント内容 会場

10:00～13:00 ○○とe-game ◎✕室

13:30～17:00 海外の人と交流しよ
う！

△◎室

→より、幅の広い対象者に向けた発信が可能

グローバル化なんて
興味ない。それより
ゲームとかの方が好
き！

なんか、このゲー
ムに関する新情報
とかないかな？

少し前に話題になったこと

・死は突然来る
ということ
・死生観

キャラクターを作って親近
感を持たせたり

グローバル化について興味を
持ってもらうための企画を提案

イベントの企画をしたり

英語を学ぶ意義とは？

→ 自分の視野を広げる事ができるチャンス

英語を学ぶ事に対しての興味関心

強要されている 洋楽・洋画から

文法中心→ 実践的な学習

理解→ モチベーション
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SNSからのアプローチ

● 有名人出演で注目を集める

● 英語の便利なフレーズ

● 英語と日本語の違う点

● 海外のニュース

● 外国の文化

→ 興味

「子育て」×「グローバル」

「子育て」×「グローバル」３つのポイント

人との関り、
コミュニ
ケーション

子どもが様々
な選択のでき

る環境

インター
ネット社会
への対応

グローバルな時代、理想の東京

心の豊かさを保つ 衣食住の充実

日本特有の文化、
いいところも

残していって欲しい

自分の言葉で
話して

交流

海外へ行きやすく
価格を抑える制度を

日本は日本だけでも

生活を回せるように
日本の文化を世界に

観光名所だけでなく
ショッピングセンター等に

英語での案内を
常につけてほしい
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＜グループ５＞ 放課後改造計画！どうすれば放課後がもっと楽しくなる？ 

 

 

【グループ活動の状況】 

はじめに、「放課後」の現状について、客観的な調査を行うことが有益なのではないか

という意見があがった。そこで「放課後」の現状について子供が感じていること・保護

者が感じていることを明らかにするために、アンケート及びインタビュー調査を実施し、

その結果、「学童・児童館に不満がある」、「放課後に遊ぶ相手がいない」、「放課後に遊ぶ

場所がない」など「放課後」の課題や子供・保護者のもつ多様なニーズがみえてきた。

それらをもとに、発表内容の検討を行った。 
 

日時 活動内容 

8月 23日 ・オリエンテーション 

9月 6日 

・東京都の放課後支援の現状 

・「居場所のない子供たち」「居場所」とは何か 

・今後の調査をどのように行うか 

9月 14日 
・アンケートの作成（小学生・小学生の保護者対象／中学生・中学生の保護者

対象） 

9月 27日 ・アンケートの作成 

9月 28日 ・アンケート試作版完成 

11月 4日 
・アンケート集計結果共有 

・放課後改革について考える 

11月 9日 
・インタビュー内容の共有 

・理想的な放課後・学童・施設（場所）の具体化 

11月 18日 

・既存の施設について情報共有 

・放課後を過ごす理想の「場」のイメージ共有・対象となる年齢層を想定しつ

つ具体化 

11月 26日 ・放課後を過ごす理想の「場」を対象となる年齢層を想定しつつ具体化 

11月 29日 
・放課後の理想の居場所を具体化 

・発表担当箇所を決定 

12月 12日 ・発表練習 

 

【発表内容の概要】 

コアメン自身のこれまでの放課後の振り返り、理想の放課後を検討した結果、放課後を考

えるうえでのキーワードを「居場所」とする

ことを発表の導入とし、アンケート調査結

果をふまえて、子供たちが放課後を過ごす

ための新施設案を示した。新施設は「交流の

場」、「遊びの場」、「学習の場」、「新体験の場」

の４つの観点から整理され、様々な子供の

放課後の「居場所」になることを目指すもの

として提案した。 
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放課後改造計画！
どうすれば放課後が
もっと楽しくなる？

グループ５

はじめに…

私たちにとって「放課後」とは？？

↓

ディスカッション

議題① 小学生の頃、放課後に何をしてい
た？？

〈過ごし方〉

・学童
（体育館やカードゲーム）

・公園

・家で勉強、
友達の家に遊びに行く程度

〈問題点〉

←高学年、行きづらさ
（塾に行く子が増えるため）

←大声を出すと学校にクレーム

←地域の子と大人数で遊ぶ経験なし

議題② 理想の放課後とは？？

地域のおじいちゃん、おばあちゃん
と関わる機会多かった

地域の方とつながれる場所

高学年にとって学童は…

・おもちゃが目新しくない
・つまらない
・続けて通いにくい

どの学年にとっても行きやすい場所

・学外に友達がいない
・地域の子と遊ぶ経験なし

色々な環境、学校の子と
関われる場所

自由にみんなと遊べる場所

話し合った事でみえてきた放課後のキーワード

居場所

議題③ 居場所がないと感じた経験は？

・特定の子と関係が悪くなったとき

ex  いちばん仲の良い友達とのけんかで、学校
生活全体で居場所がないと感じた

ex  友達が病気で休んで学校で一人ぼっちにな
ってしまって、居場所がないと感じた

ex  自分は用事で早く帰らなければいけないと
きに、自分を除いた友達だけで遊んでいて、居場
所がないと感じた

・友達が学校を休んだり、学童に来なくなってしまったとき

・自分以外は遊べているのに自分は遊べなかったとき
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議題④ 自分にとって居場所と感じられる場所は？

〈設備面〉

・勉強、運動のための設備がある

・色々なことが自由にできる環境

〈社会面〉

・自分自身が楽しんで通える

・一緒に過ごす相手がいる

・自分の役割がある

〈心理面〉

・自分を理解してくれる

・安心してその場にいられる

〈空間面〉

・くつろげる、一人になれる
あ空間がある

・周りの目を気にせずにいられる
あ場所がある

Googleフォームでアンケート

〈対象〉

小学生、中学生の保護者

〈質問内容〉

1、放課後をどこで、誰と過ごしているか

2、保護者から見て、子供は今の放課後に

満足しているか ＋ 理由

3、保護者として、今の子供の放課後に

満足しているか ＋ 理由

4、子供が過ごす放課後に必要なものは？

アンケート結果

2、保護者から見て、子供は 今
の放課後に満足しているか

どちらとも言えない

やや不満である

↓

23名／51名

3、保護者として、今の子供の
放課後に満足しているか

どちらとも言えない

やや、非常に不満である

↓

21名／51名

その理由は？

アンケート結果

2、保護者から見て子供が放課後に
関して 満足していない点

・遊べる時間が少ない

・一緒に遊ぶ友達がいない

・遊び方がわからない

・学童の指導員さんの質が悪い

・おやつの質が悪い

3、保護者が子どもの放課後に
関して満足していない点

・メディア中心の生活（テレビ、スマホ、

ゲーム等）

・遊ぶ場所、外遊びができる場所が
少ない

・大人の見守りがない

子供の人物像

家でメディア中心の生活
外遊びをしない子

遊び場がない子

学童（指導員）や児童館
に不満を持っている子

放課後に遊ぶ相手が
いない子

(小学校高学年～中高生)

施設のコンセプト

幅広い世代 地域の活性化

行きやすい 自由
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施設内の設備

交流の場 遊びの場

学習の場 新体験の場

交流の場
大広間・カフェスペース

大広間

● 収容人数：最大４００人

● 対象：すべての年齢

地域の様々な人との交流の場

大広間

地域の人たち→子供たち

戦争の体験、編み物、昔ながらの遊び 等

子供たち→地域の人たち

スマホ講座 等

地域の活性化につながる！！

カフェスペース

● 収容人数：最大１００人

● 対象：すべての年齢

会話を楽しみながら飲食できる場

カフェスペース

少し小腹がすいたとき

ゆっくり飲食しながらおしゃべりしたいとき

さっと立ち寄って交流ができる
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カフェスペース

● 収容人数：３０人程度

● 対象：中高生

同年代で静かにくつろげる場

カフェスペース

地元の子たちと地元で話す 勉強の間の休憩

ゆったりと勉強したい

●中高生の同じ年代だけのスペースで落ち着くことができる

●小学生の継続的な施設利用

遊びの場
グラウンド・アリーナ

グラウンド

● 収容人数：最大２００人

● 対象：小中高生

思い切り体を動かすことのできる場

グラウンド

外遊びをしない子 遊ぶ場所がない子

●安心して体を動かすことができる

●コミュニケーション能力の向上

●自分でやりたいことを決めることができる力

見守りがないと不安な保護者

屋内アリーナ

● 収容人数：最大２００人

● 対象：小中高生

天候関係なく体を動かすことができる場
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屋内アリーナ

外遊びができないとき

何らかの事情で外で遊ぶことができない子

いつでも体を動かすことができる

●新たな才能の発見

●得意なことを見つける

学習の場
自習スペース・学習スペース

自習スペース

● 収容人数：最大１００人

● 対象：学習をしたい人

周りを気にせず学習に集中できる場

自習スペース

受験生 定期試験前の学生

家では集中できない子 学習環境が整った場所で勉強したい子

整った環境で学習できる！

学習スペース

● 収容人数：最大１００人

● 対象：学習をしたい人

相談や質問をしながら学習できる場
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学習スペース

友達と一緒に勉強がしたい 質問をしたい

静かすぎると逆に集中できない

話しながらでも勉強をすることができる！

新体験の場
ＰＣルーム

ＰＣルーム

● 収容人数：最大３０人

● 対象：小中高生

家では出来ない体験を

ＰＣルーム

ゲームしすぎてしまう子

ゲームを持っておらず、周りにおいていかれる子

プログラミングに興味がある子

● 時間を決める練習

● 新たな才能の発見

施設が子供達に与える影響

家でメディア中心の放課後
施設で体を動かして遊べる

施設が子供達に与える影響

放課後に遊ぶ相手がいない、
場所がない

学校では会えない人と良い環境で
遊べる
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施設が子供たちに与える影響

● 遊べる時間が少ない
● 一緒に遊ぶ友達がいない
● 遊び方がわからない
● 指導員さんの質が悪い
● おやつの質が悪い

学童への不満

● 様々な世代の人がいる
● 自由に遊べる
● 来たいときに来れる
● イベントが充実してい
る

学童とは違う楽しさ

まとめ

様々な子どもの放課後の「居場所」になる

まとめ

今すぐ作ることは難しい

この施設のコンセプトを

今ある施設に取り入れる

より良い放課後に繋がる！！
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イベントに参加してみて ～コアメンの声～ 
 

参加者：中学生 ７名（１年生：１名、２年生：４名、３年生：２名） 

高校生１４名（１年生：５名、２年生：７名、３年生：２名） 

 

Ｑ.このイベントに参加してみて、あなたは成長を感じましたか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｑ.このイベントに参加したことでのあなたの満足度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜具体的な意見・感想等＞ 

・一つのテーマに対して、深く研究し考察することができました。 

・グループのメンバーと子育てについて思うことを共有し、刺激を受けました。 

・実際に自分達の意見を大人の方々に伝えられたことが良かったです。 

・特に当日の発表を通じて、子供の声を子供シンポジウムという場で大人に届けるという機会を作れ

ていたこと自体がとても良いプログラムだなと感じました。 

・新型コロナウイルスの影響で行事ごとが何もない中、自分の意見を伝えたり、他の人の意見を取り

入れる機会が作れて良かったです。 

・このイベントがなければ関わることのできなかった子たちと関わることができて、楽しかったです。 

・人の前でプレゼンを行うこと、質問にその場で答えることがとても良い経験になりました。 

・色々調べることで自分が知らなかったことを発見でき、視野が広がりました。 

・あまり縛りがなく一人一人の意見を反映しやすかったです。 

50.0%50.0%

0.0% 0.0% 0.0%

＜成長を感じたか＞

とても感じた

やや感じた

どちらとも言えない

あまり感じなかった

全く感じなかった

71.4%

28.6%

0.0% 0.0%
0.0%

＜満足度＞

とても満足

やや満足

どちらとも言えない

やや不満

とても不満
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・東京都の子育てについてちゃんと考えるきっかけになり、色々なことを知ることができました。 

・今まで大きいイベントで発表する機会がなかったので、とても貴重な体験になりました。 

・学校外の人と意見を共有する場が今までなかったが、この活動でメンバーと会議を重ね、自分の意

見を伝える力が身に付きました。 

・自分の知らない世界を教えてくれる仲間を持って、違う目線から見ることができました。 

・改めて自分の置かれている環境について振り返られて、新しいアイデアを提案できました。 

・自分では想像つかないような意見が他のメンバーたち.から出てきて、それに刺激され自分自身も意

見をたくさん言うことができました。 

・色々な方に支えられて、楽しんで活動ができました。 

・みんなと協力し、１つの作品を作るということができ、満足です。 

・１つのテーマに対して一生懸命に考え、オンラインの活動でも皆と交流を深めることができました。 

・子供の意見を大切にしてくれる大人がいることをとても実感できて本当に感動しました。 

・最初は本当に不安だったのですが、グループのメンバーやコディの方に助けてもらいながら楽しく

参加できました。 

・新型コロナウイルスの影響で色んな自由が奪われているが、その中でもできることがあることを実

感することができました。 

・１から自分たちでプレゼン内容を考えることができ、日常生活では難しい「子供の声」を届けるこ

とができました。 

 

 

 

メッセージ ～来年度、子供シンポジウムに参加する中高生たちへ～ 
 

・１つのテーマについて考え、大勢の前で発表することは、必ず自分自身の成長につながります！ 

・中高生という立場から子育てについて発信できる良い機会です。メンバーと協力して頑張ってくだ

さい！ 

・あなたの声を大人に届けてみませんか？中高生の力で東京都をより良くしたいという気持ちがあれ

ば十分で。私は様々な意見を持つ同世代の人と会うことができて、とても良い経験ができました！ 

・新たな考え方や価値観を持てたので参加して本当に良かったと思っています。 

・普段、なかなか届けることのできない私たち子供の声を、直接大人に伝えることのできる、とても

貴重な機会です。難しく考えず、素直に感じたことや疑問に思ったことを探究し、意見を交流するこ

とが大切だと思います。私はこの企画を通して、成長と素晴らしい仲間に出会うことができました。

皆さんもたくさんのことを得られるように頑張ってください！ 

・より一歩進んだ、東京都に対する意見を主に提示するイベントです。そこで、子供目線から見た東

京のついて知ることができます。 

・初対面の人と一緒に話し合うのは難しいかもしれないけれど、その話し合いで得られるものがたく

さんあります。同じゴールへと協力し合うのも楽しいと思います。話すことが好きな人や新しいもの

を考えるのが好きな人におすすめです。 

・チームのみんなと一緒に発表までの期間頑張っていくことはとても楽しくやりがいがあります。 

・たくさんの人の意見やアドバイスを聞いて、自分の考えをより良い内容にし続けることで、人に自

分の考えを上手く伝える方法を学ぶことができると思います。絶対自分の力になるので頑張ってくだ

さい。 

・まったく違う地域で本当なら絶対会わないような子たちと一つのグループで活動するという醍醐味

があるので、ぜひ挑戦してください！！ 
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【発表ステージの様子】 
【小池都知事からのビデオメッセージもありました】 

【座長の東京学芸大学・小森伸一先生】 

【パネリストの皆様です】 

・教育革命家・藤原和博氏（左） 

・日経 BP 編集委員・羽生祥子氏（中央） 

・福祉保健局少子社会対策部調整担当課長・多田博史氏（右） 

【司会は東京学芸大こども未来研究所・専門研究 

員の小田直弥さん.】 
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【グループ１】 

【グループ４】 

【グループ５】 
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【コディも一緒に集合写真】 

【修了証】グループ活動お疲れ様でした！ 

※一部の撮影は、会話を控えるなど十分に注意した上で、マスクを外して行いました。 
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